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イノベーションを生み出す

コミュニティプログラム カンファレンス｜交流会｜ピッチコンテスト｜メンター｜

資金調達｜Corporate Innovation Program｜Global Gateway など

アクセラレータープログラム｜政府・地方自治体｜

ベンチャーファンド｜金融機関・証券会社 など

ＤＤ｜企業価値算定｜個社別コンサルティング など



fabbit は、交通利便性や会員が利用しやすい環境など

ハードウェアの提供とともに、入居者間のインタラク

ションを通じた新たな価値創造のお手伝いをするべく、

多種多様なイベントやセミナー、相談会を開催する等、

ソフトウェアも充実しております。

スタートアップ企業やベンチャー企業はもとより、

フリーランスの方も、リモートワークやオープンイノ

ベーションを推進する大手企業も、あらゆる面で国内

最高レベルの優れた特長を有する施設として、fabbit

をご利用いただきたく存じます。
東京大学卒業、ハーバード大学経営大学院修了、MBA取得。

ボストン・コンサルティング・グループなどを経て、fabbit株式会社 CEOに就任。

訳書「スタートアップで働くということ～起業家ではなく参加者として会社を

立ち上げる～」（HBS上級講師 ジェフリー・バスギャング書）

株式会社 fabbit

CEO   田中 保成
ⓒKay N



※2020年9月末時点。
・拠点数及び会員数は提携先企業を含む
・マッチング・紹介：会員同士の紹介件数累計です。
各種イベントや懇親会などは、１出席者に２人を紹介にて算出しています。

・イベント開催実績：提携先実績含む累計です。

拠点数会員数 マッチング・紹介 イベント開催



ⓒShunichi Oda ⓒShunichi Oda

那珂 通雅 氏

ボードウォーク・キャピタル株式会社
代表取締役社長CEO

慶應義塾大学卒業

元シティグループ証券取締役副社長

元ストームハーバー証券取締役会長

GLM㈱、㈱アイスタイル、㈱ジーニー、

㈱ビジョンなど上場会社の取締役を務めると

共に、多くのスタートアップの指導にあたる

ハーバード大学で学士号

ハーバード大学大学院で修士号取得

元Blackstone 日本代表

ハーバードクラブ・オブ・ジャパン理事のほか、

Phillips Andover Asia Council 役員、米日カウ

ンシルの理事、Silicon Valley Japan Platform

のエグゼクティブ・コミッティーメンバー

藤井ダニエル一範 氏

トラスト･キャピタル株式会社
代表取締役社長 兼 CEO

Cornelius Boersch 氏

Mountain Partners AG
創業者 兼 エグゼクティブ・チェアマン

ヨーロピアン・ビジネス・スクール（エストリッヒ－

ヴィンケル）卒業後、デュースブルク－エッセン大学

でPhD取得。

ACG AG（上場企業）を創業し、シリアル・アン

トレプレナー、エンジェル投資家として活躍

2009年にはヨーロピアン・ビジネス・エンジェル・

オブ・ザ・イヤーを受賞

前刀 禎明 氏

株式会社リアルディア
代表取締役社長

慶應義塾大学大学院修士課程修了。ソニー、ベイ

ン・アンド・カンパニー、ウォルト・ディズニー、AOLな

どを経て、アップル米国本社副社長兼日本法人代

表に就任。スティーブ・ジョブズから託された日本市

場でアップルを復活させた後、リアルディアを設

立。創造的知性を磨く「DEARWONDER」の開発

やコンサルティングなどを手がける



CAO 小室 佑介
公認会計士

早稲田大学卒業

CSO 高橋 圭介
米国公認会計士・公認会計士

東京工業大学卒業

吉尾 春樹
システムソフト代表取締役社長

東京大学卒業

入山 薫
ベルリン在住フリーランス

（マーケティングリサーチ／コンサルタント）

ⓒKay N ⓒKay N

Rika Nakazawa 氏 河田 剛 氏

ⓒShunichi Oda

Stéphane E. Fouché 氏

HAKO, LLC  Founder & CEO
ハーバード大学卒業

Board Seat Meet,Inc Founder & CEO
Eurika Global Founder & Principal

プリンストン大学卒業

スタンフォード大学 アメリカンフットボール部
オフェンス・アシスタント



数千人単位の
カンファレンス

※上記は、12月5日に東京で開催された「fabbit Conference 全国大会2018」、12月6日に福岡で開催された「Global Innovators in Startup City Fukuoka」の様子です。



官民共働型施設

Fukuoka Growth Next
（2017年4月～2019年3月）

官民共働型施設

Compass 小倉
（2018年6月～運営中）

米国商務省経済開発局・

HTDC（ハワイ技術開発公社）補助事業

fabbit Hawaii
（2019年10月～運営中）

イノベーション拠点立地促進補助制度

fabbit 神戸三宮
（2019年7月～運営中）

官民共働型施設

fabbit 宗像
（2020年6月～運営中）

地方自治体との連携

官民共働施設

東京都多摩ものづくり型

創業支援施設整備補助事業

fabbit 八王子
（2017年12月～運営中）



FGG 大手町 大手町 青山 京橋 銀座

日本橋 秋葉原 AKIBA 八王子 栄

FGG 大阪本町 大阪本町 新大阪 大阪福島 神戸三宮 広島駅前

国内

23ヵ所

岡山問屋町 宗像 FGG アクロス福岡 博多 北九州 COMPASS 小倉

TRIEL 東京



海外

23ヵ所

FGG San Francisco fabbit Hawaii fabbit Philippines BGC

ARLINGTONCAMBRIDGE SOMERVILLEBURIGHTONBACK BAY SOUTH STATION

The Village WorksFields Corner Business LabDCU Center of ExcellenceAmherst Works WorkSpace@45 Groundwork

SALEM Innovate Newport Innovation Center UMASS Lowell Work StationNORWOOD



社 名 fabbit 株式会社

所 在 地
東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル
88 Kearny St Suite 2100, San Francisco, CA 94108

設 立 2017年4月3日

代 表 者 代表取締役社長 田中 保成

事業内容 イノベーションを生み出すコミュニティプログラム

Innovators community.
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